
※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。  ※ご優待内容の詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。  ※一部他サービスとの併用ができない場合がございます。  ※画像・イラストはイメージです。

※SALE商品対象外

定価商品10％OFF

エルーラ

※他割引・クーポン併用不可

店内商品5％OFF

コムサイズム

※1,000 円（税込）以上の商品が対象
※一部商品対象外 ※他サービス併用不可

1,000円（税込）以上
お買い上げの方限定 5％OFF

ＷＥＧＯ

※ブランド品、SALE商品、コラボ商品等
一部商品対象外 ※他割引併用不可

11,000円（税込）以上のサングラス・眼鏡
お買い上げの方限定 500円OFF

【補聴器ブルーム】
補聴器の電池1パック無料プレゼント

オンデーズ / 補聴器ブルーム

※他サービス併用不可 ※一部商品対象外

店内商品5％OFF

everyday /homestore

1,000円（税込）以上の
ご注文の方限定

ソフトクリーム１個サービス

うどん大学

1,000円（税込）以上
ご注文の方限定

ソフトドリンク１杯サービス

仙臺たんや 利久

ヘアカット
100円OFF

QB ハウス

ご新規様限定
オプションメニュー

20％OFF

hair.spa mash&mash AVEDA

※30分以降は 1時間 660円（税込）

①ワンちゃん・ネコちゃんご成約で
ノベルティプレゼント

 ②トリミングサロンにてワンちゃん・
ネコちゃん一時預かりサービス 30分無料

Pet Plus

※他クーポン併用不可

店頭価格から
10％OFF

アイシティ

※1プレイ 100円（税込）の
クレーンゲームのみ

対象クレーンゲーム
1回サービス

namco

※延長料金別途 ※他サービス併用不可

30分お試し入場サービス
一般800円（税込）・学生700円（税込）

小学生600円（税込）

VS PARK WITH G

ドリンク
100円OFF

オリジナルパンケーキハウス ・
騒豆花

お食事ご注文の方限定
ウーロン茶１杯サービス

鉄板ホルモン蟻月

メイン料理をご注文の方限定
ソフトドリンク もしくは

ミニソフトクリームサービス

ぎゅう丸 クラシック

※お子様かつランチをご注文のお客様対象外
（もともとソフトクリーム付き）

グループ全員に
ソフトクリームサービス

とんかつ知青

※アルコールは対象外

ソフトドリンク
１杯サービス

玉

1,000円（税込）以上
ご注文の方限定

ソフトドリンク１杯サービス

どんぶりや福人

ソフトドリンク
１杯サービス

久留米ラーメン清陽軒

お味噌汁（150円（税込））
1杯サービス

日本橋 天丼 金子半之助

ソフトドリンク
１杯サービス

米の上で肉おどる
カルビ焼肉重 ミツボシ

お食事ご注文の方限定
生ビール もしくは

ソフトドリンクサービス

Pizza&Pasta Piazza Nao

※他割引・クーポン併用不可

ポッピンブルーソーダ
50円OFF

サーティワンアイスクリーム

ドリンク
１杯サービス

洋食や 三代目 たいめいけん

※会員証、チケット、一枚につき１杯

お食事ご注文の方限定
ソフトドリンク１杯サービス

宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀

全品
5％OFF

WAGYU BURGER OJ

※オーダー寝具等一部対象外

10％OFF
Ｂ-ＤＥＳＩＧＮ ＋ｈｏｍｅ.

アトラクション
無料体験コイン

プレゼント

Green Summit

※他サービス併用不可

カフェメニュー
10％OFF 

niko and...COFFEE

※Tallサイズのみの商品対象外

ドリンク1サイズUP無料
Shortサイズ→Tallサイズ

Tallサイズ→Grandeサイズ

タリーズコーヒー

商品をご注文の方限定
本日の水出し茶サービス

伊右衛門カフェ

2,000円（税込）以上
お買い上げの方限定

LWFポイントカード
＋１ポイントプレゼント

HARIO Lampwork Factory

※一部商品対象外

店内通常商品
5％OFF

ミルフローラ

※SALE商品、小物対象外 ※他割引併用不可

5,500円（税込）以上
お買い上げの方限定

5％OFF

JINS

※他割引併用不可 ※一部商品対象外

10,000円（税込）以上の
腕時計お買い上げの方限定

5％OFF

時計倶楽部

※SALE商品対象外

店内商品10％OFF

ＲＡＮＤＡ

※SALE商品、福袋対象外

1,650円（税込）以上の定価商品
お買い上げの方限定 5％OFF

ＪＥＮＮＩ

5％OFF

Perfect Suit FActory

©創通・サンライズ

モール棟 1F モール棟 3F

モール棟 3F

モール棟 3F

モール棟 3F

モール棟 1F

モール棟 1F モール棟 1Fオーバル棟 1F

モール棟 1F オーバル棟 1F

モール棟 2F

モール棟 2F

モール棟 4Fモール棟 2F

ファッション

Fashion

アミューズメント

Amusement

ファッション
グッズ

Fashion goods

サービス
クリニック

Service / Clinic

インテリア
生活雑貨

Interior
Life miscellaneous goods

カフェ
レストラン

フード
Cafe / Restaurant

Food

お 会 計 ま た は ご 注 文 時 に ご 提 示 く だ さ い

2023年4月1日（土）　 2024年3月31日（日）

MIFA のマスコットキャラクター
「ミファンダ」

映画でおトク!!
スポーツでおトク!!

ま
た
は

TICKET

当日のTOHOシネマズチケット当日のTOHOシネマズチケット

00/00（日） 00：00～
当日の紙チケット
スクリーン0
A列　00番

■■■■■■■■■■■■■■■■　■■■■■　■■■■■■■

当日の
モバイルチケット
00/00（日） 00：00～

スクリーン0

A列　00番

ご購入内容

 MIFA Football Park 福岡

優待パスポート・会員証
 MIFA Football Park 福岡

優待パスポート・会員証
スクール生
特別優待カード

当施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、新型コロナウイルス感染拡大防止のため様々な取り組みを実施しております。ご来館の際はお住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。また、政府の協力要請などにより、営業時間・
駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。ご来館の際には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最新の営業時間をご確認のうえお越しください。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。


